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間違える勇気を

틀려도 좋다는 용기를
学院長

前田

真彦

合宿は楽しかったです。１ページ目の写真でそれが伝わったのではないでしょう
か？ 何がそんなに楽しかったのか？ 韓国語で「伝える喜び」「伝わる喜び」を分
かち合えたからです。そして、「下手でも、間違えても韓国語で」という姿勢があ
ったこと。外国語は一言しゃべれば１つ間違い、二言しゃべれば２つ間違えるもの
です。間違えることを恐れずに勇気を持って語りかけること。間違える勇気を持つこと。合宿ではこういうこと
が、普段の授業より乗り越えやすいのです。普段の授業でもこういう勇気を持ちたいものですね。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

합숙은 아주 즐거웠습니다. 첫 페이지의 사진들만 봐도 그 즐거움을 알 수 있을 것입니다. 왜 그렇
게 즐거웠을까요? 그것은 아마도 한국어로 “전달하는 기쁨”, “전달되는 기쁨”을 나눌 수 있었기 때문이
겠지요. “서툴러도 틀려도 한국어로” 이 자세가 중요한 것이지요. 외국어라는 것은 원래 한 마디를 말
하면 한 군데를 틀리고 두 마디를 말하면 두 군데를 틀리는 것입니다. 틀리는 것을 두려워하지 않고
용기를 내어 한국어로 말을 거는 것이 중요합니다. 틀려도 좋다는 용기를 갖는 것. 합숙에서는 이러한
부분들이 평소 수업보다 훨씬 쉽게 넘어갈 수 있기 때문에 학습 효과가 나타나기 쉽습니다. 합숙에서
배운 것들을 잊지 마시고 평소에 학습을 할 때도 틀리는 것에 대한 용기를 가지고 적극적으로 하시면
더 재미있을 것입니다.

新造語コーナー

손 현정
チャドナム

차도남
‘차도남’은 ‘차가운 도시 남자’의 줄임 말입니

「チャドナム」というのは「冷たい都市の男の人」を省

다. 최근 드라마, 영화에 등장하는 남자들을 지칭 略した単語です。最近ドラマや映画で登場する男の人た
하는 말로 많이 사용하고 있습니다. 스타일이 좋 ちを指して呼ぶ時によく使います。スタイルがいいし、格
고 멋있으나 말투와 행동이 차가운 캐릭터의 남 好もいいのですが、言い方や振る舞いがちょっと冷たい
자를 표현하는 단어입니다. 차가운 느낌이지만 タイプの男性を表わす単語です。冷たい感じですが、と
아주 매력적인 캐릭터로서 여자들에게 인기가 있 っても魅力的なキャラクターとして女性たちに人気があ
습니다. (잘 생기고 멋진 남자들에게 붙이는 단어 ります。（とっても格好いい男の人たちに付ける単語だ
이기 때문이죠^^) 최근 드라마, 영화 속 현빈, 원 から＾＾）最近のドラマや映画での현빈, 원빈, 장동건な
빈, 장동건 등의 캐릭터를 말합니다.

どのキャラクターのことです。

여러분은 어떤 스타일인가요? 여러분의 남자친
구, 남편은 차도남인가요?^^

皆さんはどんなスタイルですか。皆さんの彼氏、だん
なさんは‘차도남’ですか。＾^

일본에서 차도남 스타일 배우는 누가

있을까

日本で‘차도남’スタイルの男優は、誰がいますか？

요?

스태프 소개
오 민숙
안녕하세요? 今年一月からご一緒させていただいている呉民淑と申します。平日は労働組合で働き
ながら、日韓労働者の交流の場で翻訳や通訳に携わっています。交流される皆さんにとっては一
期一会。単なる言葉の置き換えではなく、日韓両国の方々の今感じる気持ちを一番に伝えたいと
頑張っています。ミレでは通訳の現場のように顔が見えず戸惑いましたが、通信生の皆さんの温
かい文字や熱心な音声に感動し、スタッフのハングルへの情熱にこれまた感動する毎日で、半年
間楽しく経験を積むことができました。これからも、ここミレでハングルがもたらしてくれる感
動を皆さんと共感しながら、私も一歩一歩成長していこうと思います。
잘 부탁드립니다.
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今月のピカイチ★

今月の
ピカ
イチ★

－한국어 학습을 마음껏 즐깁시다－ 3

당신의 미래로 이어지는 미래로통신 제30호 2012년 8월 1일 발행

今月のピカイチ★

※今月のピカイチ★に選ばれた方にはクリアファイルを１枚差し上げます！

事務局から
■第３回 エンジョイ♪韓国語学習
定員に達したため、受付を終了いたしました。キャンセル待ちも受け付け終了です。ご了承ください。
日

時：９月 30 日（日）13:00 ～ 17:00

場 所：関東ＩＴソフトウェア健保会館

参加費：5,000 円（会員 4,000 円） 定員：90 名

①hime さん講演

②A:4 色ボールペンディクテーションとシャドーイング B:ハングルの読み方（AB は選択）③前田講演④交流会

■第 3 回 オール前田の特別講座「TOPIK 合格作文の書き方講座」
TOPIK の「쓰기」が怖い?そんなあなたに!
面白いように書ける作文講座！
受験しない方も一度作文を書いてみませんか？
日

時：10 月 6 日（土）13:00～16:30

場 所：ミレ本校（大阪駅前第 4 ビル）

参加費：一般 10,000 円 会員 7,000 円 限定 20 名
教材作成
事務

姜明淑 趙尚子
内田昌恵 原康子
竹多章子 前田真彦

玉 玉城典子 山田奈菜子 林和子 夫万季 丁理和 徐東華 和田哲弥 大西瑞季
添削 清水正樹 柳美利 全ウンフィ 鄭禎潤 高橋詞子 三宅香代子 崔ウニョン
尹明淳 呉民淑 方慧美 朴コウン 奇炫珠 堤瑞枝 孫賢正

〒530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4（大阪駅前第 4 ビル）6 階 5-1
http://mire-k.jp/ http://www.facebook.com/mirekankokugo

TEL：06-6344-8996(ﾊﾟﾙｸﾞﾝｸﾑ,明るい夢)
FAX： 06-6344-8997
E-mail:info@mire-k.jp
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